
年度
（対象期間： 2021 年10月1日　～ 2022 年9月30日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

作成日：

　

株式会社 村田製作所

2021 環境経営レポート

2022年12月3日

事業所の写真や製品の写真等入れると

よい。
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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 株式会社 村田製作所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　　村田　秀和　

１．

２． 省エネ活動で二酸化炭素排出量の削減に取り組みます。

３． 資源を大切にするとともに廃棄物の削減に努めます。

４． 節水に取り組みます。

５． 化学物質の適正管理に努めます。

６． 事務用品のグリーン購入に努めます。

７． 環境に配慮した製品の製造に努めます。

８． エコ活動を通して明るく元気のある職場づくりを推進いたします。

９．

制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

事業活動が環境に与える影響を確認し、人的、技術的、および経済的に可能な範囲で
環境目標を設定し、環境保全活動、環境経営の継続的な改善を図ります。

環  境 　経　営　方 針

かけがえのない地球環境に配慮することは、事業活動を行う上で当然のことと考えてい
ます。しかし、環境のことだけを考えて事業活動を行うことができないのも当然のこと
であります。ゆえに、持続可能な環境活動を行うことで、ともに利益となる事業活動を
行ってまいります。

株式会社村田製作所は、生産するすべての工程において、かけがえのない地球環境に配
慮した事業活動を行い、次世代へのより良い地球環境の継承に貢献します。
また、全ての事業活動において、当社に関わる関係法令、主要お取引様や地域の皆様と
の環境関連のお約束を誠実に遵守することをお誓いします。

この環境方針は、全ての従業員の周知すると併せて、必要に応じて
すべての利害関係者にも開示します。

2018年10月12日

村田　秀和

2016年6月10日
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□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社 村田製作所
代表取締役　村田　秀和

（２） 所在地
本　社 山梨県甲州市塩山千野3264
TEL 0553-33-6632
FAX 0553-32-3197

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 村田　秀和 TEL：0553-33-6632

担当者 村田　恵美子

（４） 事業内容

主要製品：歯車製品のブランク加工、モータ部品

（５） 事業の規模

本社
17人
700

（６） 事業年度 2021年 10月1日～2022年9月30日

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 株式会社 村田製作所
対象事業所： 本社・工場

活動： 機械加工

工程名
旋盤加工
穴あけ加工
検査
出荷

主要設備 使用原材料 主な環境負荷
NC旋盤 水溶性切削油 清掃時の産業廃棄物
マシニングセンタ 水溶性切削油 清掃時の産業廃棄物

ダンボール、防錆材

従業員　　　　　
延べ床面積　　　

□主要生産工程図と設備・使用原材料

三次元測定器

製造業（機械加工）　金属加工業

緩衝剤として再利用
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□実施体制図及び役割・責任・権限表

北工場 中工場 南工場
山下 津野 濱

役割・責任・権限
代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備
・環境管理責任者を任命
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境目標・環境活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認
・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境活動レポートの確認
・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、環境管理責任者 村田秀和の事務局
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・環境活動計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

部門長 ・自部門における環境方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
・時部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成
　試行・訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

環境事務局
村田恵美子

代表者

社長

環境管理責任者
村田秀和
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□環境目標及びその実績

実績

2019年度 2020年度 2021年度 2021年度

1,185 1,173 1,161 1,005

78.84 78.03 77.22 52.13

1.08 1.07 1.06 0.73

204,101

目標

㎏-CO2

kg-CO2/百万円

9.23

33.56

16.73

16

176,303 174,486 172,668

13.69

22.38

15 20 25％

件数
(年間件数

/12）

万円/百万
円

2.廃棄物の
   削減

10

0.66

0.646

7.収益性

①一般廃棄物

②廃油

①水道水

項目 単位取組項目
基準年
2017年

1.10

15

23.31

14.26

81

1,222

3.水使用量
　 削減

181,756二酸化炭素総排出量

①電力使用量削減

②ガソリン使用量削減
　  軽油使用量削減

1.二酸化炭素
    排出削減

(PRTR対象物質
削減)

①ユシーロケンの削減

kg-CO2/百万円

kg/百万円

kg/百万円

㎥/百万円

L/百万円

13.83

22.61

事務用品のグリーン購
入比率の向上

4.化学物質管
理

0.65

139,503 144,000 150,000 152,400 193,108

13.97

電力の二酸化炭素排出係数は、0.522kg-CO2/kwh
※「電力による二酸化炭素削減」と「自動車燃料による二酸化炭素削
減」を原単位に変更しました。

6.製品及び
サービス

①客先クレーム

②損品金額

22.85

14.68

0.633 0.626 0.620

14.38

（水溶性切削油）

14.53

0.64 0.63 0.41

0.26

①売上げ 千円/年

5.ｸﾞﾘｰﾝ購入の
推進

②利益 千円/年
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□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
数値目標：○達成　×未達成

　 活動：〇よくできた　△さらに取組が必要　×全くできなかった
達成状況

×

数値目標 ○
△
○
△
0

数値目標 ○
○

数値目標
○

○

数値目標 ×
○
　

　

数値目標 ○
○

数値目標 ×
○
○

0

数値目標 ×
○
○
○

数値目標 ○

△

〇

計画は次年度も継続する

最終的に原単位においても目標達成することは出来なかった。そもそ
も機械の台数と従業員が増えたことを考えると基準年度の見直しは必
要に感じる。ただ、売り上げ自体も年々伸びていることも確かなので
しっかり検討したい。値上げの話があった6月

計画は次年度も継続する

購入するものが決まっているためわざわざ増やせるものがなかった。
数値は昨年とどうようになった。

計画は次年度も継続する

年間通して多数個不良は出なかったことは良かったこと。ただし仕事
の増加と機械と人の増加に伴って検査の体制がうまく回らない場面も
見受けられたため、検査員の増員も検討する必要がある。

計画は次年度も継続する

原単位では目標達成になった。ロシアによるウクライナ侵攻は多分に
影響があったように思う。ロシア向けの製品は最終的に得意先からの
輸出ができなくなり完全にストップになった。下半期はそれらの影響
で売上が下がったが年間の売上目標はぎりぎり達成することができた
ことは良かった。
計画は次年度も継続する

ガソリンの使用量は昨年と比べても減らすことができた。トラックの
軽油は昨年よりも増えてはいるが無駄なことには使用していないので
仕方がない。原単位ではどちらも目標達成となった。しかし、ロシア
によるウクライナ侵攻が影響で輸出制限や原油国への経済制裁がガソ
リン価格の高騰などにつながってくると、やはり使用量自体を抑えら
れる方法も検討の余地があるように感じる。

計画は次年度も継続する

廃棄量は昨年より減らすことは出来。ただし今後もっとより良いやり
方（普段の掃除の仕方、大掃除の手順、廃棄業者の選別）がないかの
検討が必要だと感じている。

取組結果とその評価、次年度の取組内容

・節水ポスターの掲示

・必須事務用品は半年に１回まとめて購
・グリーン購入品の購入を推進する。

仕事量が減ったことが原単位においても目標は達成できなかった。し
かし基準年よりも大幅に機械の台数も増えたこと、機械を定期的に綺
麗にすることにより従業員のモチベーションの向上につながることを
考えると、今年度を基準に置き換えることも考えるべきと思う。

計画は次年度も継続する

原単位では目標達成。使用量は機械の清掃を行うことで増えてはいる
が綺麗するためには使用量が増えることは仕方がない。

緩衝材の作成と使用

・アイドリングストップ

・ノー残業デーの実施
・不要照明の消灯

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・グリーン購入品を把握する

ユシローケンの使用量削減

・有害性物質の表示の徹底

廃油の削減

0

・

・エコ活動を通じて明るく活気のある職場づく
りを推進

社会貢献

・３Ｓ活動の実施による不良品の発生を減らす

一般廃棄物の削減

自動車燃料による二酸化炭素削減

取り組み計画

電力による二酸化炭素削減

二酸化炭素総排出量の削減

・本年度目標

基準年度よりも多くなり未達となった。原因の多くは電力使用量が大
幅に増えていること。これは機械の台数と従業員数が増えていること
が考えられる。計画は次年度も継続する。

・作業ミスによる廃棄量の削減

計画は次年度も継続する

製品・サービスへの環境配慮

水道水の削減
0

グリーン購入の推進

・使用濃度を適正にする

毎週の会議を中心としたコミュニケーションを活発に行うことが出来
てきている。来客へのご挨拶が出来てきている。

計画は次年度も継続する
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□環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

遵守状況

□代表者による全体の評価と見直し

□環境活動の紹介

＜評価＞
引き続きコロナの影響があるなかでの年度になった。仕事自体は好調ではあったが夏以降家族からの感染で出社できない社
員が続いて出てくるなど、何とか応援のしあいで乗り越えることはできたが大変だった。またロシアによるウクライナ侵攻があり、
ロシア向けの製品が出荷停止になるなど売上の土台になっていた製品が注文取消しになってしまうこともあった。このグロー
バルな世の中で外国の戦争の影響がこんな小さな会社にも影響を及ぼすことを考えると、いかに平和が大事かを痛感した。
そんな中ではあったが原単位による目標は達成されている。売上自体が安定して増えたことが大きな要因ではあるが、あくま
で会社の成長は売上の増加に伴ってくるため、今後もこの原単位で目標が達成されていくようにしていく必要がる。

＜指示＞
今年で３年計画が終わるため、翌年度より３年平均値を基準年度にして、そこからの削減目標に切り替えること。
また来年度中には新工場建設および完成の予定でいるためそれに準じたｴｺｱｸｼｮﾝの体制を構築する必要がある。

なお、違反、訴訟等は創業以来ありませんでした。

山梨県生活環境保全条例
PRTR法

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

-

届け出済み
振動規制法（第一種区域） 届け出済み

エコアクション21認証・登録（登録番号：0011784）顧客要求事項
廃棄物処理法

　　法令等の名称
甲州市公害防止条例 事故の発生及び事故の生じるおそれのある事項は発生しておりません

悪臭防止法（A区域）
産業廃棄物の保管基準順守、委託基準順守、産業廃棄物管理票の管理

N,N-ジシクロヘキシルアミン　使用量　51㎏/年で報告対象外
フロン排出抑制法 第一種特定製品（エアコン等）の簡易点検１回/３月実施・記録保存
騒音規制法（第二種区域）

クリーン活動を行ったことで工場の一部が下記のように改善されています。
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